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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の放射線及び第２の放射線の少なくとも一つを含む可視の放射線で、照明システム
から予め定められた範囲内に配置されたターゲット対象物を照明するための前記照明シス
テムにおいて、第１の照明ユニットと第２の照明ユニットとの間で第１のギャップを規定
する、前記照明システムの照明器具内に固定して配置された第１の照明ユニット及び第２
の照明ユニットであって、第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットのうちの少なくと
も一つは、第１のスペクトルを持つ第１の放射線を生成する複数の第１のＬＥＤ光源と、
第１のスペクトルとは異なる第２のスペクトルを持つ第２の放射線を生成する複数の第２
のＬＥＤ光源とを有する第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットと、第１の照明ユニ
ット及び第２の照明ユニットによりそれぞれ生成される熱を放散するため、第１の照明ユ
ニットの背面に熱的に接続された第１の熱放散構造体及び第２の照明ユニットの背面に熱
的に接続された第２の熱放散構造体と、前記照明器具のコントローラハウジング内に配置
されて、複数の第１のＬＥＤ光源及び複数の第２のＬＥＤ光源ＬＥＤ光源に少なくとも結
合され、前記照明システムにより生成される前記可視の放射線の少なくとも全体的に知覚
できる色および／または色温度を制御可能に変化させるため、少なくとも第１の放射線の
第１の強度及び第２の放射線の第２の強度を独立して制御する少なくとも一つのコントロ
ーラとを有し、前記コントローラハウジングは、第１の熱放散構造体と第２の熱放散構造
体との間に少なくとも部分的に入っていて、第１の熱放散構造体及び第２の熱放散構造体
で第２のギャップを規定し、第２のギャップは前記照明器具を通る外気の流れを可能にす
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るため遮るもののない通路を形成するため第１のギャップと接続され、これにより第１の
照明ユニット及び第２の照明ユニットにより生成される熱の放散を促進する、照明システ
ム。
【請求項２】
　第１の熱放散構造体及び第２の熱放散構造体の少なくとも一つは、複数の熱放散フィン
を有する、請求項１に記載の照明システム。
【請求項３】
　取付場所に前記照明システムを留めて、前記可視の放射線が前記ターゲット対象物に向
けられるように前記照明システムを方向付けるための位置決めシステムを更に有する、請
求項１に記載の照明システム。
【請求項４】
　第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットは、これら照明ユニットの各々により生成
される放射線のビームが前記予め定められた範囲内にほぼ集光するように、前記照明シス
テム内に配置される、請求項１に記載の照明システム。
【請求項５】
　第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットのうちの少なくとも一つは、少なくとも一
つの第１のＬＥＤ光源又は第２のＬＥＤ光源上に留められた反射器光学系であって、前記
少なくとも一つのＬＥＤ光源により放射される放射線を約５度のビーム角を持つビームに
コリメートする前記反射器光学系を更に有する、請求項１に記載の照明システム。
【請求項６】
　前記反射器光学系は、前記ＬＥＤ光源を留めるための下部部分と、前記下部部分に着脱
可能に接続される上部部分と、前記下部部分と前記上部部分との間に除去可能に留められ
るレンズとを有する、請求項５に記載の照明システム。
【請求項７】
　前記下部部分は、前記ＬＥＤ光源が留められるとき前記ＬＥＤ光源を受けるための開口
部を規定する下部面を有する、請求項６に記載の照明システム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つのコントローラは、第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットに
より生成される前記可視の放射線の全体的に感知できる色及び／又は色温度に関係する少
なくとも第１の照明情報を含む少なくとも一つのネットワーク信号を受信するためのアド
レス指定可能なコントローラとして構成される、請求項１に記載の照明システム。
【請求項９】
　第２の照明ユニットは、第１のスペクトル及び第２のスペクトルとは異なる第３のスペ
クトルを持つ第３の放射線を生成する少なくとも複数の第３のＬＥＤ光源を有する、請求
項１に記載の照明システム。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つのコントローラは、第２の照明ユニットの前記ＬＥＤ光源とは独立
して、第１の照明ユニットの前記ＬＥＤ光源を制御する、請求項９に記載の照明システム
。
【請求項１１】
　第１の照明ユニット及び第２の照明ユニット両方は、複数の第１のＬＥＤ光源及び複数
の第２のＬＥＤ光源を有し、前記少なくとも一つのコントローラは、第１の照明ユニット
の前記ＬＥＤ光源を第２の照明ユニットの前記ＬＥＤ光源と同時且つ同じように制御する
、請求項１に記載の照明システム。
【請求項１２】
　第１の照明ユニットは、第１の照明ユニット内の前記ＬＥＤ光源上に配置された第１の
拡がりレンズを有し、第２の照明ユニットは、第２の照明ユニット内の前記ＬＥＤ光源上
に配置された第２の拡がりレンズを有する、請求項１に記載の照明システム。
【請求項１３】
　第１の拡がりレンズ及び第２の拡がりレンズのうちの少なくとも一つは容易に置換可能
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である、請求項１２に記載の照明システム。
【請求項１４】
　第１の拡がりレンズ及び第２の拡がりレンズは、ほぼ同一の光学特性を持つ、請求項１
２に記載の照明システム。
【請求項１５】
　前記コントロールハウジングの多くは第１の熱放散構造体と第２の熱放散構造体との間
に入っている、請求項１に記載の照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　デジタル照明技術、すなわち発光ダイオード（ＬＥＤ）のような半導体光源に基づく照
明は、従来の蛍光、ＨＩＤ及び白熱灯に対する現実的代替案を提供する。ＬＥＤの機能的
な利点及び利便は、高いエネルギー変換、光学的効率、耐久性、低い稼働コスト及び多く
の他の利点を含む。ＬＥＤ技術の最近の進歩は、多くのアプリケーションで様々な照明効
果を可能にする効率的で強くて十分なスペクトル光源を供給した。例えば米国特許第６，
０１６，０３８号及び同第６，２１１，６２６号に詳細に説明されているように、これら
の光源を具現化する幾つかの器具は、様々な色及び色変更照明効果を生成するためにＬＥ
Ｄの出力を独立して制御するプロセッサだけでなく、異なる色、例えば赤、緑及び青を作
る一つ以上のＬＥＤを含む照明モジュールを特徴とする。
【０００２】
　特に、高い光束ＬＥＤを使用する照明器具は、さまざまな照明パターン及び効果を生成
するため、それらのより高い全体の発光効率及び能力のため、従来の照明器具より優れた
代替物として、急速に出現している。ＬＥＤは、より涼しい温度で動作するとき、より高
い効力で動作し、より長く持続するので、これらの照明器具の設計及び動作の１つの重要
な懸念は熱管理である。これらのＬＥＤにより生成される熱を放散させる効率がＬＥＤ光
源の動作寿命、パフォーマンス及び信頼性に著しく相関するので、高い光束ＬＥＤは、動
作温度に特に影響される傾向がある。よって、最適接合温度を維持することは、高性能照
明システムを開発する際の重要な問題である。しかしながら、器具のサイズ並びにＬＥＤ
光源の密度及び光束が増大するとき、効率的な熱放散は、チャレンジを呈する。また、丈
夫さだけでなく取扱い及び取付けの安全性は、エクステリアアプリケーションのために使
用されるようなより大きな器具に対して懸念される。
【０００３】
　特に高い光束ＬＥＤを使用しているＬＥＤベースの照明器具用の１つの望ましいアプリ
ケーションは、特定の方向に照明を集中する、大きい建築物面及び対象物の照明である。
従来の投影器具は、劇場、テレビ、建造物用及び通常のさまざまな照明アプリケーション
（例えば、オーバーヘッドプロジェクション、スポットライト照明、空港滑走路の照明及
び高層ビルディング等）において、長年の間、この目的のために使用された。通常は、こ
れらの器具は、ターゲット対象物の方へ相当な距離にわたって光の狭いビームを投射する
ためレンズアセンブリを通って光を反射する凹面反射器に隣接して取り付けられるガス放
電ランプ又は白熱ランプを含む。
【背景技術】
【０００４】
　近年、ＬＥＤベースの照明器具もまた、建造物面に対してスポットライト照明又は壁面
照明効果を提供するだけでなく、立体的対象物の明確さを改善するためにインテリア又は
エクステリアアプリケーション用の照明器具として構成される、投影照明器具の幾つかの
タイプにおいて使用されてきた。特に、単一又は複数のＬＥＤの表面実装又はチップオン
ボードアセンブリは、（照明のタイトな焦点／幾何学的に低い拡がりを提供するために）
狭いビーム光生成と組み合わされた高い輝度を必要とするアプリケーション用に、産業的
に注意をひいた。「チップオンボード」（ＣＯＢ）ＬＥＤアセンブリは、一般に、チップ
が印刷回路基板（ＰＣＢ）に直接、取り付けられて（例えば、付着されて）一つ以上のＬ
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ＥＤ接合が製造される、一つ以上の半導体チップ（又は、「ダイ」）を指す。チップは、
その時、ＰＣＢにワイヤ結合され、その後エポキシ又はプラスチックの小滴がチップ及び
ワイヤ接続をカバーするように使用される。次に、一つ以上の斯様なＬＥＤアセンブリ、
又は「ＬＥＤパッケージ」は、照明器具の共通の取り付けボード又は基板に取り付けられ
る。
【０００５】
　ＬＥＤチップ又はダイを含む幾らか狭いビームアプリケーションに対して、光学素子が
、コリメートされた又は準コリメートされた光の狭いビームをつくるため、生成された光
の焦点合わせを容易にするために、ＬＥＤチップオンボードアセンブリと共に用いられる
。しばしば「コリメータレンズ」又は「コリメータ」と呼ばれる、可視光をコリメートす
るための光学構造体は、従来技術で知られている。これらの構造体は、その指向性を改良
するために光源により放射される光を捕獲し再方向づける。一つの斯様なコリメータは、
全内反射（「ＴＩＲ」）コリメータである。ＴＩＲコリメータは、当該コリメータにより
範囲が定められる光源により放射される多くの光を捕獲するために配置される反射内面を
含む。従来のＴＩＲコリメータの反射面は、通常、円錐であり、すなわち、パラボラ、楕
円、又は双曲線の曲線から得られる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　よって、改良された光抽出及び熱放散特性を持つ高性能ＬＥＤベースの照明器具のため
の技術のニーズが存在する。特に好ましいものは、大きな対象物及び建造物のスポットラ
イト照明又はエクステリア建築面に対する壁洗い照明効果のような大規模な照明アプリケ
ーションに適するＬＥＤベースの狭いビーム照明器具である。
【０００７】
　その各種実施例及び実施態様において、本明細書に開示される本発明は、一般に、長い
距離にわたって光を投射し、多種多様な照明効果に高いルーメン出力を供給できるＬＥＤ
ベースの光源を使用するエクステリア建築用器具に関係する。特に、本発明は、大規模な
壁面洗い、並びに高層建築、カジノ及び小売店のような大きい建築用建造物を照明するた
めに適する建築用照明器具に向いている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　さまざまな実施態様において、建造物用照明装置又は照明器具は、各照明ユニットが複
数のＬＥＤベースの光源を含む少なくとも２つのＬＥＤベースの照明ユニットを含む。１
つの例示的な実施態様において、各照明ユニットは、様々な放射線スペクトルを生成する
ために設定される「ＬＥＤパッケージ」又はチップオンボードアセンブリの形式で多数の
ＬＥＤ源を含む。照明器具の照明ユニットは、熱放散を容易にするため照明ユニット間に
エアギャップを持つ「分割ハウジング」構造体を形成するように構成され、各照明ユニッ
トは更に熱放散を容易にするため放熱フィンを備える。他の態様において、器具は、別々
の制御ハウジング内に配置される電源及び制御回路を含み、当該別々の制御ハウジングは
、制御ハウジングと分割器具ハウジングとの間にエアギャップを許容するように、分割器
具ハウジングに結合される。
【０００９】
　更に他の態様において、本発明の各種実施例による建築用照明器具は、更に、例えば、
各照明ユニットのＬＥＤパッケージにより生成される光を５度のビーム角度を持つ狭いビ
ームにコリメートするための複数の分割反射器光学系を含む。さまざまな実施態様におい
て、各反射器光学系は、一体的反射面を定める上部及び下部部分を持つ。上部部分の最大
直径は、反射器光学系の高密度にパッキングされた構成を可能にするため、その取り付け
ている足を含む下部部分の最大直径以上である。
【００１０】
　本開示のためにここで用いられているように、「ＬＥＤ」という用語は、何れの電子発
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光ダイオードも、又は電気信号に応答して放射線を生成できる他のタイプのキャリア注入
／接合に基づくシステムも含むことを理解されたい。よって、用語ＬＥＤは、電流に応答
して光を放射するさまざまな半導体ベースの構造体、光放射ポリマー、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）、電子発光ストリップ等を含むが、これに限定されるものではない。
【００１１】
　特に、用語ＬＥＤは、赤外スペクトル、紫外スペクトル及び可視スペクトルのさまざま
な部分（一般に、ほぼ４００ナノメートルからほぼ７００ナノメートルまでの放射線波長
を含む）の一つ以上の放射線を生成するために設定されるすべてのタイプ（半導体及び有
機発光ダイオードを含む）の発光ダイオードを指す。ＬＥＤの幾つかの例としては、限定
はされないが、様々なタイプの赤外線ＬＥＤ、紫外線ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、
緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、琥珀ＬＥＤ、オレンジＬＥＤ及び白色ＬＥＤ（更に以下に述べ
られる）を含む。また、ＬＥＤは、所与のスペクトル（例えば、狭い帯域幅、幅広い帯域
幅）のためのさまざまな帯域幅（例えば、半値全幅、すなわちＦＷＨＭ）及び所与の通常
のカラーカテゴリ内の様々な主波長を持つ放射線を生成するように設定され及び／又は制
御されると理解されるべきである。
【００１２】
　例えば、基本的に白色光（例えば、白色ＬＥＤ）を生成するように設定されるＬＥＤの
１つの実施態様は、基本的に白色光を形成するため組み合わせて混合する異なるスペクト
ルのエレクトロルミネセンスをそれぞれ放射する多くのダイを含む。他の実施態様におい
て、白色光ＬＥＤは、第１のスペクトルを持つエレクトロルミネセンスのスペクトルを、
異なる第２のスペクトルに変換する蛍光体物質と関連してもよい。この実施態様の１つの
例において、比較的短い波長及び狭い帯域幅スペクトルを持つエレクトロルミネセンスは
、蛍光体物質を「ポンプ」して、いくらかより幅広いスペクトルを持つ、より長い波長放
射線を放射する。
【００１３】
　用語ＬＥＤが、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的パッケージタイプを制限するものでは
ないことも理解されたい。例えば、上述のように、ＬＥＤは、異なるスペクトルの放射線
をそれぞれ放射するように構成される（例えば、個別に制御可能であるか、又は制御可能
でない）複数のダイを持つ単一発光装置を指す。また、ＬＥＤは、ＬＥＤ（例えば、幾つ
かのタイプの白色ＬＥＤ）の一体部分とみなされる蛍光体と関連してもよい。一般に、用
語ＬＥＤは、パッケージされたＬＥＤ、パッケージされていないＬＥＤ、表面実装ＬＥＤ
、チップオンボードＬＥＤ、Ｔ―パッケージマウントＬＥＤ、ラジアルパッケージＬＥＤ
、電力パッケージＬＥＤ、あるタイプの容器及び／又は光学素子（例えば、拡散レンズ）
を含むＬＥＤ等を指してもよい。
【００１４】
　用語「光源」は、これに限定されないが、ＬＥＤベースの源（上述のように規定される
ような一つ以上のＬＥＤを含む）、白熱源、蛍光源、燐光源、高輝度放電源（例えば、ナ
トリウム蒸気、水銀蒸気及び金属ハロゲンランプ）及び他の源を含む、一つ以上の様々な
放射線源を指すことを理解されたい。所与の光源は、可視スペクトル内で、可視スペクト
ル外で又は両方の組合せの電磁放射線を生成するように設定される。よって、用語「光」
及び「放射線」が、取り換え可能に本明細書で用いられる。加えて、光源は、一体要素と
して一つ以上のフィルタ（例えば、カラーフィルタ）、レンズ又は他の光学部品を含む。
また、光源は、これに限定されないが、指示、表示及び／又は照明を含む様々なアプリケ
ーション用に構成されることを理解すべきである。「照明源」は、インテリア又はエクス
テリア空間を効果的に照明するために充分な強度を持つ放射線を生成するために特に設定
される光源である。この段落において、「充分な強度」は、周囲照明を供給するために、
空間又は環境内に生成される可視スペクトルの充分な放射電力を指す（単位「ルーメン」
は、しばしば、放射電力又は「光束」に関して、全方向の光源からの全光出力を表すため
に使用される）。
【００１５】
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　用語「スペクトル」は、一つ以上の光源により生じる放射線の一つ以上の周波数（又は
波長）を指すと理解されるべきである。よって、用語「スペクトル」は、可視範囲の周波
数（又は波長）だけでなく、赤外線、紫外線及び全体の電磁スペクトルの他のエリアの周
波数（又は波長）を指す。また、所与のスペクトルは、比較的狭い帯域幅を持ってもよい
し（例えば基本的に少ない周波数又は波長成分を持つＦＷＨＭ）、又は比較的広い帯域幅
（さまざまな相対強度を持つ幾つかの周波数又は波長成分）を持ってもよい。所与のスペ
クトルが２つ以上の他のスペクトルの混合の結果でもよいことも理解されるべきである（
例えば、複数の光源からそれぞれ放射される放射線の混合）。
【００１６】
　この開示のため、用語「カラー（色）」が、用語「スペクトル」と交換可能に使われる
。しかしながら、用語「カラー（色）」は、主に観察者により知覚できる放射線の特性を
指すために概して用いられる（この使用がこの用語の範囲を制限することを目的としない
が）。よって、用語「異なる色」は、異なる波長成分及び／又は帯域幅を持つ複数のスペ
クトルを暗に指す。また、用語「カラー（色）」は、白色光及び白色でない光に関連して
使われてよいことも理解されるべきである。
【００１７】
　用語「色温度」は、白色光に関連して本願明細書に通常使われるが、この使用はこの用
語の範囲を制限することを目的としない。色温度は、特定の色コンテンツ又は白色光の色
合い（例えば、赤みがかった、青っぽい）を基本的に指す。所与の放射線サンプルの色温
度は、問題の放射線サンプルと基本的に同じスペクトルを放射する黒体放射のケルヴィン
（Ｋ）温度に従って従来特徴づけられている。黒体放射色温度は、ほぼ７００度Ｋ（通常
は、人間の目に最初に見えるとみなした）から１０，０００度Ｋを超えるまでの範囲内に
概して入り、白色光は、１５００―２０００度Ｋより上の色温度で概して認められる。
【００１８】
　より低い色温度は、より重大な赤い成分又は「より暖かい感触」を持つ白色光を概して
示す一方で、より高い色温度は、より重大な青い成分又は「よりクールな感触」を持つ白
色光を概して示す。例えば、火はほぼ１，８００度Ｋの色温度を持ち、従来の白熱電球は
ほぼ２８４８度Ｋの色温度を持ち、早朝昼光はほぼ３，０００度Ｋの色温度を持ち、曇り
の昼の空はほぼ１０，０００度Ｋの色温度を持つ。ほぼ３，０００度Ｋの色温度を持つ白
色光の下で見られる色画像は、比較的赤みがかったトーンを持つ一方、ほぼ１０，０００
度Ｋの色温度を持つ白色光の下で見られる同じ色画像は比較的青っぽいトーンを持つ。
【００１９】
　用語「照明器具」は、ここでは、特定のフォームファクタ、アセンブリ又はパッケージ
内の一つ以上の照明ユニットの実装又は装置を指すために用いられる。用語「照明ユニッ
ト」は、ここでは、同じ又は異なるタイプの一つ以上の光源を含む装置を指すために用い
られる。所与の照明ユニットは、光源、匡体／ハウジング装置及び形状、並びに／又は電
気的及び機械的接続構成に対する様々な取付装置の何れかを持ってもよい。加えて、所与
の照明ユニットは、オプショナル的には、光源の動作に関係する様々な他の部品（例えば
、制御回路）と関連してもよい（例えば、含んだり、結合されたり、及び／又は一緒にパ
ッケージされる）。「ＬＥＤベースの照明ユニット」は、上述のような一つ以上のＬＥＤ
ベースの光源を含む、単独の又は他のＬＥＤベースでない光源と組み合わせた照明ユニッ
トを指す。「マルチチャネル」照明ユニットは、異なるスペクトルの放射線をそれぞれ生
成するように構成された少なくとも２つの光源を含むＬＥＤベースの又はＬＥＤベースで
はない照明ユニットを指し、各異なる光源のスペクトルは、マルチチャネル照明ユニット
の「チャネル」と呼ばれる。
【００２０】
　用語「コントローラ」が、一つ以上の光源の動作に関するさまざまな装置を記述するた
めに、本願明細書において概して用いられる。コントローラは、本願明細書に述べられる
さまざまな機能を実行するために、非常に多くの態様で実行できる（例えば専用ハードウ
エアで）。「プロセッサ」は、本願明細書において述べられるさまざまな機能を実行する
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ために、ソフトウェア（例えば、マイクロコード）を使用してプログラムされる一つ以上
のマイクロプロセッサを使用するコントローラの１つの例である。コントローラは、プロ
セッサを使用して又は使用なしに実行されてもよく、いくつかの機能を実行する専用ハー
ドウエアと、他の機能を実行するためのプロセッサ（例えば一つ以上のプログラムされた
マイクロプロセッサ及び関連する回路）との組合せとして実行されてもよい。本開示の各
種実施形態において使用されるコントローラ部品の例は、制限されるわけではないが、従
来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールドプログラム
可能なゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）を含む。
【００２１】
　さまざまな実施態様において、プロセッサ又はコントローラは、一つ以上のストレージ
媒体（「メモリ」とここで概して呼ばれる、例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ及びＥ
ＥＰＲＯＭ、フレキシブルディスク、コンパクトディスク、光ディスク、磁気テープ等の
ような例えば、揮発性及び不揮発性コンピュータ・メモリ）と関係している。いくつかの
実施態様において、ストレージ媒体は、一つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラで
実行されるとき、本願明細書において述べられる機能の少なくとも幾つかを実行する一つ
以上のプログラムでエンコードされてもよい。さまざまなストレージ媒体は、プロセッサ
又はコントローラ内で固定されるか、又は移動可能であり、媒体に格納された一つ以上の
プログラムは、本願明細書に述べられる本開示のさまざまな態様を実行するためにプロセ
ッサ又はコントローラにロードできる。用語「プログラム」又は「コンピュータプログラ
ム」は、一つ以上のプロセッサ又はコントローラをプログラムするために使用できる何れ
かのタイプのコンピュータコード（例えばソフトウェア又はマイクロコード）を指すため
に本願明細書において一般的な意味で用いられる。
【００２２】
　用語「アドレス可能」は、ここでは、当該装置自身を含む複数の装置に対して意図され
た情報（例えば、データ）を受信し、当該装置に対して意図された特定の情報に選択的に
応答するように構成された装置（例えば、一般的な光源、照明ユニット又は器具、一つ以
上の光源若しくは照明ユニットと関連するコントローラ又はプロセッサ、他の照明に関係
しない装置等）を指すために用いられる。用語「アドレス可能」は、複数の装置がある通
信媒体又はメディアを介して一緒に結合されるネットワーク化された環境（又は、以下に
詳述される「ネットワーク」）と関連して、しばしば用いられる。
【００２３】
　一つのネットワーク実施態様において、ネットワークに結合された一つ以上の装置は、
前記ネットワークに結合された一つ以上の他の装置に対するコントローラとして役立つ（
例えば、マスター／スレーブ関係）。他の実施態様では、ネットワーク化された環境は、
ネットワークに結合された一つ以上の装置を制御するように構成された一つ以上の専用コ
ントローラを含む。一般に、ネットワークに結合された複数の装置各々が、通信媒体上に
あるデータへのアクセスを持ってもよいが、所与の装置が「アドレス可能」でもよく、例
えば当該装置に割り当てられた一つ以上の特定の識別子（例えば、「アドレス」）に基づ
いて、ネットワークとデータを選択的に交換するように（すなわち、データをネットワー
クから受信し及び／又はデータをネットワークへ送信するように）構成される。
【００２４】
　ここで用いられる用語「ネットワーク」は、ネットワークに結合された２つ以上の装置
間の及び／又は複数の装置間での（例えば、装置制御、データ蓄積、データ交換等のため
）情報の転送を促進する（コントローラ又はプロセッサを含む）２つ以上の装置の何れの
相互接続も指す。容易に理解されるべきであるように、複数の装置を相互接続させるため
に適切なネットワークの様々な実施態様は、様々なネットワークトポロジーの何れも含み
、様々な通信プロトコルの何れを利用してもよい。加えて、本開示による様々なネットワ
ークにおいて、２つの装置間の何れの一つの接続も、２つのシステム間の専用の接続を表
わすか、あるいは、専用ではない接続を表わす。２つの装置に対して意図された情報を坦
持することに加えて、斯様な専用ではない接続は、２つの装置の何れかに対して意図され
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る必要が必ずしもない情報を坦持してもよい（例えば、オープンネットワーク接続）。更
にまた、ここで説明される装置の様々なネットワークは、ネットワークにわたって情報転
送を促進するための一つ以上の無線、ワイヤ／ケーブル、及び／又はファイバ光学リンク
を利用してもよいことは、容易に理解されるべきである。
【００２５】
　ここで用いられる用語「インタフェース」は、ユーザと装置との間の通信を可能にする
一つ以上の装置とユーザ又はオペレータとの間のインタフェースを指す。本開示の様々な
実施態様で利用されるユーザインタフェースの例は、限定されるわけではないが、スイッ
チ、ポテンショメータ、ボタン、ダイアル、スライダ、マウス、キーボード、キーパッド
、様々なタイプのゲームコントローラ（例えば、ジョイスティック）、トラックボール、
表示スクリーン、様々なタイプのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）、タッチ
スクリーン、マイクロフォン、何らかの形式で人が生成した刺激を受信し、それに応じて
信号を生成する他のタイプのセンサを含む。
【００２６】
　参照により組み込まれる何れかの開示において現れる用語であって、本願明細書におい
て明確に使用される用語は、本願にて開示される特定の概念と最も一貫する意味が付与さ
れることも理解されるべきである。
【００２７】
　図において、類似の参照符号は、これらの異なる図全体にわたって、概して同じ部分を
指す。また、図面は必ずしもスケール通りではなく、代わりに本発明の原理を例示する際
、概して強調されている。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本願に開示された建築用照明器具との使用に適する制御可能なＬＥＤベ
ースの照明ユニットを例示する線図である。
【図２】図２は、図１のＬＥＤベースの照明ユニットのネットワーク化されたシステムを
例示する線図である。
【図３】図３Ａ－図３Ｇは、幾つかは部分図であって、本発明の幾つかの実施例による建
築用照明器具のさまざまな図を例示する。
【図４】図４Ａ、図４Ｂは、本技術のさまざまな実施態様による図３Ａ－図３Ｇの建築用
照明器具の電源及び制御ハウジングを例示する。
【図５】図５Ａ－図５Ｅは、図３Ａ－図３Ｇの建築用照明器具との使用に適する反射器光
学系を例示する。
【図６】図６Ａ－図６Ｃは、図３Ａ－図３Ｇの建築用照明器具に図５Ａ－図５Ｅの反射器
光学系を取り付ける方法を例示する。
【図７】図７は、本技術の代替の実施態様による建築用照明器具を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　投影照明、特に大型対象物及び建造物並びに建造物面の壁面洗いのスポットライト照明
に関係する特定の実施態様を含む本発明の様々な実施例及び実施態様が、以下に説明され
る。しかしながら、本開示が実施態様の何れかの特定の方法に限られず、主に例示の目的
で様々な実施例が明確に本願明細書において説明されていることは理解されるべきである
。例えば、本願明細書に説明されるさまざまな概念は、インテリア及び／又はエクステリ
ア照明に適する、種々異なる形態因子及び光出力を持つ様々な器具で適切に実行される。
【００３０】
　概して、幾つかの態様において、本発明は、ターゲット対象物の方へ相当な距離を越え
て光の狭いビームを投射でき、ビルディング及び橋のような大きな建築用建造物の照明に
適する高い出力照明システムに関する。これらの「遠くへの投射」照明システムは、大規
模で照明効果の巨大な多様性を達成するため、高輝度ＬＥＤを駆動するための効率的でコ
ンパクトな電源及び制御部品を集積化する。図１は、本開示の多くの実施態様による照明
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システムでの使用に適した照明ユニット１００の１つの例を例示する。図１に関連して後
述するものと同様のＬＥＤベースの照明ユニットの幾つかの一般的例は、例えば、２００
０年１月１８日に発行された「多色ＬＥＤ照明方法及び装置」という米国特許第６，０１
６，０３８号及び２００１年４月３日に発行された「照明部品」という米国特許第６，２
１１，６２６号に見つけられるだろう。様々な実施例において、図１に示される照明ユニ
ット１００は、単独で、又は（例えば、図２に関連して以下に詳述される）照明ユニット
のシステム内の他の同様の照明ユニットと共に用いられる。
【００３１】
　図１を参照すると、多くの実施例で、照明ユニット１００は、一つ以上の光源が一つ以
上のＬＥＤを含むＬＥＤベース光源である一つ以上の光源１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ
及び１０４Ｄ（集合的に１０４として示される）を含む。２つ以上の光源は、異なる色（
例えば赤、緑、青）の放射線を生成するのに適していて、この点で、上記のように、異な
るカラー光源の各々は、「マルチチャネル」照明ユニットの異なる「チャネル」を構成す
る異なるソーススペクトルを生成する。図１は４つの光源１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ
及び１０４Ｄを例示しているが、照明ユニットはこの点で限定されず、基本的に白色光を
含んで、様々な異なる色の放射線を生成するのに適する種々異なる数及び様々なタイプの
光源（すべてがＬＥＤベースの光源、ＬＥＤベース及び非ＬＥＤベースの光源の組合せ等
）が、これ以降詳述される照明ユニット１００で使用されることが理解されるべきである
。
【００３２】
　図１に更に図示されるように、照明ユニット１００は、また、光源からの光のさまざま
な強度を生成するように、光源を駆動するために一つ以上の制御信号を出力するように設
定されるコントローラ１０５を含む。例えば、１つの実施態様で、コントローラは、各光
源により生成される光の強度（例えば、ルーメンの放射電力）を独立して制御するために
、各光源に対して少なくとも一つの制御信号を出力するように設定されるか、あるいは、
コントローラは、同様に２つ以上の光源のグループを集合的に制御する一つ以上の制御信
号を出力する。光源を制御するためのコントローラにより生成される制御信号の幾つかの
例は、限定はされないが、パルス変調信号、パルス幅変調信号（ＰＷＭ）、パルス振幅変
調信号（ＰＡＭ）、パルスコード変調信号（ＰＣＭ）、アナログ制御信号（例えば、電流
制御信号、電圧制御信号）、前述の信号又は他の制御信号の組合せ及び／又は変調を含む
。一つの態様では、特にＬＥＤベースの源に関連して、一つ以上の変調技術は、可変ＬＥ
Ｄ駆動電流が利用された場合に生じるＬＥＤ出力の潜在的な望ましくない又は予測不可能
な変化を緩和するため、一つ以上のＬＥＤに付与される固定の電流レベルを使用して可変
制御を提供する。他の態様において、コントローラ１０５は、それぞれの強度を変化させ
るために光源を順に制御する他の専用回路（図１に示されていない）を制御してもよい。
【００３３】
　一般に、一つ以上の光源により生成される放射線の強度（放射出力電力）は、所与の時
間にわたって光源に供給される平均パワーと比例する。従って、一つ以上の光源により生
成される放射線の強度を変化させるための１つの技術は、光源に供給される電力（すなわ
ち、光源の動作電力）を変調することを含む。ＬＥＤベースの源を含む幾つかのタイプの
光源に対して、これは、パルス幅変調（ＰＷＭ）技術を使用して、効果的に達成される。
【００３４】
　ＰＷＭ制御技術の１つの例示的な実施態様において、照明ユニットの各チャネルに対し
て、固定の予め定められた電圧Ｖｓｏｕｒｃｅは、チャネルを構成する所与の光源間に、
周期的に印加される。電圧Ｖｓｏｕｒｃｅの印加は、コントローラ１０５により制御され
る一つ以上のスイッチ（図示せず）を介して達成される。電圧Ｖｓｏｕｒｃｅが光源間に
印加される間、予め定められた固定電流Ｉｓｏｕｒｃｅ（図１にまた示されていないが、
例えば、電流レギュレータにより決定される）が光源を通って流れる。また、ＬＥＤベー
スの光源は、電圧Ｖｓｏｕｒｃｅが源を構成するＬＥＤのグループに印加され、電流Ｉｓ

ｏｕｒｃｅがＬＥＤのグループにより流されるように、一つ以上のＬＥＤを含むことを想
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起されたい。付勢されるとき光源間の一定の電圧Ｖｓｏｕｒｃｅと、付勢されるとき光源
により流される調整された電流Ｉｓｏｕｒｃｅとは、光源の瞬間的な動作電力Ｐｓｏｕｒ

ｃｅの量を決定する（Ｐｓｏｕｒｃｅ＝Ｖｓｏｕｒｃｅ＊Ｉｓｏｕｒｃｅ）。上述したよ
うに、ＬＥＤベースの光源に対して、調整された電流を使用することは、可変ＬＥＤ駆動
電流が使用された場合に生じるＬＥＤ出力の望ましくない又は予測不可能な潜在的変動を
緩和する。
【００３５】
　ＰＷＭ技術によると、電圧Ｖｓｏｕｒｃｅを光源に周期的に印加し、電圧が所与のオン
／オフ動作のサイクルの間に印加される時間を変化させることにより、時間に対して光源
に供給される平均電力（平均動作電力）は、変調される。特に、コントローラ１０５は、
パルス化された形式で（例えば、電圧を光源に印加するために一つ以上のスイッチを動作
する制御信号を出力することにより）、好ましくは人間の目により検出できる周波数より
大きい周波数（例えば、ほぼ１００Ｈｚより大きい）で、電圧Ｖｓｏｕｒｃｅを所与の光
源に印加するように設定される。この態様では、光源により生成される光の観察者は、別
々のオン／オフ動作サイクル（一般に「フリッカ効果」と呼ばれる）を認識しないが、そ
の代わりに、目の積分機能のため基本的に連続照明生成として認識する。制御信号のオン
／オフ動作サイクルのパルス幅（すなわちオン時間、又は「デューティサイクル」）を調
整することにより、コントローラは、所与の時間に光源が付勢される時間の平均量を変化
させ、よって、光源の平均動作電力を変化させる。この態様では、各チャネルから生成さ
れる光の認識される輝度が、順に変化する。
【００３６】
　以下に詳述されるように、コントローラ１０５は、各チャネルにより生成される光に対
して対応する放射出力電力を供給するために、予め定められた平均動作電力で、マルチチ
ャネル照明ユニットの各々異なる光源チャネルを制御するように設定される。あるいは、
コントローラは、ユーザインタフェース１１８、信号源１２４又は一つ以上の通信ポート
１２０のような様々なオリジンから、一つ以上のチャネルに対して規定された動作電力を
特定し、よって、それぞれのチャネルにより生成される光に対して対応する放射出力電力
を特定する命令（例えば、「照明命令」）を受け取る。一つ以上のチャネル（例えば、異
なる命令又は照明命令に従って）に対して規定された動作電力を変化させることにより、
光の種々異なる知覚される色及び輝度レベルが、照明ユニットにより生成される。
【００３７】
　照明ユニット１００の一つの実施例において、上述されたように、図１に示される一つ
以上の光源１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ及び１０４Ｄは、コントローラ１０５により一
緒に制御される複数のＬＥＤ又は他のタイプの光源のグループ（例えば、ＬＥＤ若しくは
他のタイプの光源のさまざまな並列及び／又は直列接続）を含む。加えて、一つ以上の光
源は、限定されるわけではないが、さまざまな可視色（基本的に白色光を含む）を含む様
々なスペクトル（すなわち、波長又は波長バンド）や、白色光、紫外線又は赤外線のさま
ざまな色温度を持つ放射線を生成するのに適している一つ以上のＬＥＤを含むことを理解
されたい。様々なスペクトルバンド幅（例えば、狭いバンド、幅広いバンド）を持つＬＥ
Ｄは、照明ユニットのさまざまな実施態様で使用される。
【００３８】
　照明ユニット１００は、広範囲にわたる多様なカラー放射線を生じるように構成され、
調整される。例えば、さまざまな実施態様において、照明ユニットは、２つ以上の光源に
より生成される制御可能な可変の強度（すなわち、可変の放射電力）光が、混合されて色
づいた光（様々な色温度を持つ基本的に白色光を含む）を作るために組み合わせるように
、特に配される。特に、混合されて色づいた光の色（又は、色温度）は、（例えば、コン
トローラ１０５による一つ以上の制御信号出力に応答して）光源のそれぞれの強度（出力
放射電力）の一つ以上を変化させることにより変化する。さらにまた、コントローラは、
様々な静的又は時間変動の（動的な）多色の（又は、複数の色温度）照明効果を生成する
ために、制御信号を一つ以上の光源に供給するように特に設定されてもよい。この目的で



(11) JP 5259729 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

、一つの実施例において、コントローラは、斯様な制御信号を一つ以上の光源に供給する
ためにプログラムされるプロセッサ１０２（例えば、マイクロプロセッサ）を含む。プロ
セッサは、照明命令に応答して、又は、さまざまなユーザ若しくは信号入力に応答して、
独立して制御信号を出力するようにプログラムされる。
【００３９】
　よって、照明ユニット１００は、白色光の様々な色及び色温度を作成するため一つ以上
の他のＬＥＤだけでなく、カラー混合を作るため２つ以上の赤・緑・青のＬＥＤを含んで
、ＬＥＤの多種多様な色をさまざまな組合せで含む。例えば、赤、緑及び青は、琥珀、白
色、ＵＶ、オレンジ、ＩＲ又は他の色のＬＥＤと混合できる。加えて、異なる色温度を持
つ複数の白色ＬＥＤ（例えば、第１の色温度に対応する第１のスペクトルを生成する一つ
以上の第１の白色のＬＥＤ及び第１の色温度とは異なる第２の色温度に対応する第２のス
ペクトルを生成する一つ以上の第２の白色のＬＥＤ）は、全て白色のＬＥＤ照明ユニット
、又はＬＥＤの他の色との組み合わせで使用されてもよい。照明ユニット１００の異なる
着色ＬＥＤ及び／又は異なる色温度の白色のＬＥＤの斯様な組合せは、多数の望ましいス
ペクトルの照明条件、例として一日の異なる時間での様々な外の昼光相当物、さまざまな
インテリア照明条件、複雑な多色背景をシミュレーションする照明条件等を含むがこれら
に限定されない照明条件の正確な再生を容易にする。他の望ましい照明条件は、特定の環
境において特に吸収され、減衰され、又は反射されるスペクトルの特定の部分を取り除く
ことにより作り得る。例えば水は、ほとんどの青でない色及び緑でない色の光を吸収して
減衰させる傾向があるので、水中アプリケーションは、他のスペクトル要素に対して幾ら
かのスペクトル要素を強調又は減衰させるように修正される照明条件から得である。
【００４０】
　図１に示されるように、照明ユニット１００はまた、さまざまなデータを格納するため
のメモリ１１４を含む。例えば、メモリは、様々なカラー放射線を生成するために有効な
様々なタイプのデータ（例えば、これ以降詳述される較正情報）を格納するだけでなく、
（例えば、光源に対する一つ以上の制御を生成するため）プロセッサ１０２による実行の
ための一つ以上の照明命令又はプログラムを格納するために使用される。メモリはまた、
照明ユニットをローカルに又はシステムレベルで識別するために使用される一つ以上の特
定の識別子（例えば、シリアル番号、アドレス等）を格納する。様々な実施例において、
斯様な識別子は、例えば、製造業者により予めプログラムされてもよく、その後、（例え
ば、照明ユニットに位置されるあるタイプのユーザインタフェースを介して、照明ユニッ
トにより受け取られる一つ以上のデータ又は制御信号を介して等により）変更可能又は変
更不可能であってもよい。あるいは、斯様な識別子は、フィールド内の照明ユニットの最
初の使用時に決定されてもよく、その後、再び変更可能又は変更不可能であってもよい。
【００４１】
　他の態様において、図１にまた示されるように、照明ユニット１００は、多くのユーザ
選択可能な設定又は機能を促進する（例えば、照明ユニット１００の光出力を概して制御
し、照明ユニットにより生成されるべきさまざまな予めプログラムされた照明効果を変更
及び／又は選択し、選択された照明効果のさまざまなパラメータを変更及び／又は選択し
、照明ユニットに対するアドレス又はシリアル番号の特定の識別子を設定する等の）ため
に供給される一つ以上のユーザインタフェース１１８をオプションで含んでもよい。ユー
ザインタフェースと照明ユニットとの間の通信は、ワイヤ、ケーブル又は無線通信を通じ
て達成される。
【００４２】
　様々な実施例において、照明ユニットのコントローラ１０５は、ユーザインタフェース
１１８を監視して、インタフェースのユーザの操作に少なくとも部分的に基づいて、光源
１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ及び１０４Ｄの一つ以上を制御する。例えば、コントロー
ラは、一つ以上の光源を制御するための一つ以上の制御信号を発することによりユーザイ
ンタフェースの動作に反応するように設定される。あるいは、プロセッサ１０２は、メモ
リに格納された一つ以上の予めプログラムされた制御信号を選択し、照明プログラムを実
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行することにより生成される制御信号を修正し、メモリから新規な照明プログラムを選択
して実行するか、さもなければ一つ以上の光源により生成される放射線に影響を及ぼすこ
とにより反応するように設定される。
【００４３】
　特に、１つの実施態様で、ユーザインタフェース１１８は、コントローラ１０５への電
力を中断する一つ以上のスイッチ（例えば、標準壁スイッチ）を構成する。この実施態様
の一態様において、コントローラは、ユーザインタフェースにより制御される電力を監視
し、ユーザインタフェースの動作により生じる電力中断の期間に少なくとも部分的に基づ
いて、光源の一つ以上を順に制御するように設定される。上述のように、コントローラは
、例えば、メモリに格納された一つ以上の予めプログラムされた制御信号を選択し、照明
プログラムを実行することにより生成される制御信号を修正し、メモリから新規な照明プ
ログラムを選択して実行するか、さもなければ一つ以上の光源により生成される放射線に
影響を及ぼすことにより、電力中断の所定の期間に反応するように特に設定される。
【００４４】
　照明ユニット１００は、一つ以上の他の信号源１２４から一つ以上の信号１２２を受け
取るように設定される。一つの実施例では、照明ユニットのコントローラ１０５は、ユー
ザインタフェースに関連して上述されたものと同様に、光源１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４
Ｃ及び１０４Ｄの一つ以上を制御するために、信号１２２単独で、又は他の制御信号（例
えば、照明プログラムを実行することにより生成される信号、ユーザインタフェースから
の一つ以上の出力等）と組み合わせて使用する。コントローラ１０５により受け取られて
、処理される信号の例は、限定するわけではないが、一つ以上の音声信号、ビデオ信号、
電力信号、様々なタイプのデータ信号、ネットワーク（例えば、インターネット）から得
られる情報を表わす信号、一つ以上の検出可能な／検知された条件を表わす信号、照明ユ
ニットからの信号、変調光からなる信号等を含む。さまざまな実施態様において、信号源
１２４は、照明ユニット１００から離れて位置されるか、又は照明ユニットの部品として
含まれる。１つの実施例において、１つの照明ユニットからの信号は、ネットワークを通
して他の照明ユニットに送信される。
【００４５】
　また図１を参照すると、照明ユニットは、光源１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ及び１０
４Ｄにより生成される放射線を光学的に処理するための一つ以上の光学素子１３０を含む
。例えば、一つ以上の光学素子は、生成された放射線の伝播方向及び空間分布の一方又は
両方を変えるように設定される。特に、一つ以上の光学素子は、生成された放射線の拡散
角度を変えるように設定される。この実施例の一態様において、一つ以上の光学素子１３
０は、（例えば、幾つかの電気的及び／又は機械的刺激に応答して）生成された放射線の
伝播方向及び空間分布の一方又は両方を可変に変更するように特に設定される。照明ユニ
ット１００に含まれる光学素子の例は、限定するわけではないが、反射物質、屈折物質、
半透明物質、フィルタ、レンズ、鏡及びファイバオプティックスを含む。光学素子１３０
はまた、生成された放射線に反応できるか又は相互作用できる蛍光物質、発光物質又は他
の物質を含む。
【００４６】
　照明ユニット１００は、照明ユニットと様々な他の装置との結合を促進するために、一
つ以上の通信ポート１２０を含む。例えば、一つ以上の通信ポートは、少なくとも幾つか
の照明ユニットがアドレス指定可能であり（例えば、特定の識別子又はアドレスを持ち）
、ネットワーク間で伝送される特定のデータに応答するネットワーク化された照明システ
ムとして複数の照明ユニットを一緒に結合させるのを容易にする。
【００４７】
　特に、以下に（例えば、図２に関連して）より詳細に説明されるように、ネットワーク
化された照明システム環境で、データがネットワークを介して通信されるので、ネットワ
ークに結合される各照明ユニットのコントローラ１０５は、（例えば、幾つかの場合、ネ
ットワーク化された照明ユニットのそれぞれの識別子により指示されるように）それに関
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係する特定のデータ（例えば、照明制御命令）に応答するように設定される。所与のコン
トローラがそのために意図される特定のデータを識別したならば、当該コントローラは、
データを読み、（例えば、光源への適当な制御信号を生成することにより）受信データに
従ってその光源により作られた照明条件を例えば変更する。一つの態様では、ネットワー
クに結合される各照明ユニットのメモリ１１４は、例えば、コントローラのプロセッサ１
０２が受信するデータと一致する照明制御信号のテーブルをロードする。プロセッサがネ
ットワークからデータを受信したならば、プロセッサは受信データに対応する制御信号を
選択するためにテーブルを調べ、よって照明ユニットの光源を制御する。
【００４８】
　この実施例の一態様において、ネットワークに結合されているにせよ結合されていない
にせよ、所与の照明ユニットのプロセッサ１０２は、幾つかのプログラム可能な照明アプ
リケーションのため照明業界で従来使用される照明命令プロトコルであるＤＭＸプロトコ
ル（例えば、米国特許第６，０１６，０３８号及び米国特許第６，２１１，６２６号に述
べられるように）に受信される照明命令／データを解釈するように設定される。例えば、
ある態様では、当面は赤、緑及び青色ＬＥＤに基づく照明ユニット（すなわち、「ＲＧＢ
」照明ユニット）を考えると、ＤＭＸプロトコルの照明命令は、赤のチャネル命令、緑の
チャネル命令及び青のチャネル命令各々を０から２５５までの値を表わす８ビットデータ
（すなわち、データ・バイト）として特定する。カラーチャネルの何れの１つに対しても
２５５の最大値は、チャネルに対して最大利用可能電力（すなわち、１００％）を動作さ
せ、これによりその色に対して最大利用可能放射電力を生成するため、対応する光源を制
御するようにプロセッサに指示する（ＲＧＢ照明ユニットに対する斯様な命令構造は、２
４ビットカラー制御と一般に呼ばれる）。よって、フォーマットの命令［Ｒ、Ｇ、Ｂ］＝
［２５５、２５５、２５５］は、照明ユニットに、赤、緑及び青の光の各々のため最大放
射電力を生成させる（これにより、白色光を作成する）。
【００４９】
　しかしながら、様々な実施例による照明ユニットがそれぞれの光源を制御するために他
のタイプの通信プロトコル／照明命令フォーマットに応答するように設定されるので、本
開示のために適切な照明ユニットが、ＤＭＸ命令フォーマットに限定されないことは理解
されるべきである。一般に、プロセッサ１０２は、ゼロから各チャネルに対する最大利用
可能動作電力までを表わすあるスケールに従って、マルチチャネル照明ユニットの各異な
るチャネルに対して定められた動作電力を表す様々なフォーマットの照明命令に反応する
ように設定される。
【００５０】
　照明ユニット１００は、一つ以上の電源１０８を含む及び／又は結合される。さまざま
な態様において、電源の例は、交流電源、ＤＣ電源、バッテリ、ソーラーベースの電源、
熱電又は機械ベースの電源等を含むが、これらに限定されない。加えて、ある態様では、
電源は、外部電源により受け取られる電力を照明ユニットの動作に適する形式へ変換する
一つ以上の電力変換装置を含むか、関連する。
【００５１】
　所与の照明ユニットは、また、光源に対する様々な取り付け装置、光源を部分的に若し
くは完全に囲むための筐体／ハウジング装置及び形状、並びに／又は電気的及び機械的接
続構成の一つを持ってもよい。特に、幾つかの実施態様では、照明ユニットは、従来のソ
ケット又は器具装置（例えば、エジソンタイプのネジソケット、ハロゲン器具装置、蛍光
器具装置等）に、電気的及び機械的に係合するための置換物又は「改装部品」として設定
されてもよい。
【００５２】
　加えて、上述のような一つ以上の光学素子は、照明ユニット用の筐体／ハウジング装置
と部分的に又は完全に一体化されてもよい。さらにまた、異なる実施態様の照明ユニット
と関連する他の部品（例えば、センサ／トランスデューサ、ユニットへ又はユニットから
の通信を容易にする他の部品等）だけでなく、上述の照明ユニットの各種部品（例えば、
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プロセッサ、メモリ、電源、ユーザインタフェース等）は、様々な態様でパッキングされ
てもよく、例えば、ある態様では、照明ユニットと関連する他の部品だけでなく、様々な
照明ユニット部品のサブセット又は全てが一緒にパッキングされてもよい。他の態様にお
いて、部品のパッキングされたサブセットは、様々な態様で、電気的及び／又は機械的に
、一緒に結合されてもよい。
【００５３】
　図２は、図１に関連して上述されたものと同様の多くの照明ユニット１００がネットワ
ーク化された照明システムを形成するために一緒に結合された、本開示の一つの実施例に
よるネットワーク化された照明システム２００の例を例示する。しかしながら、図２に示
される照明ユニットの特定の構成及び装置は例示目的のためだけであり、本開示が図２に
示される特定のシステムトポロジに限定されないことは理解されるべきである。
【００５４】
　加えて、図２に明確に示されていないが、ネットワーク化された照明システム２００は
、センサ／トランスデューサのような一つ以上の信号源だけでなく、一つ以上のユーザイ
ンタフェースを含むようにフレキシブルに設定されてもよいことが理解されるべきである
。例えば、一つ以上のユーザインタフェース及び／又は（図１に関連して上述されたよう
に）センサ／トランスデューサのような一つ以上の信号源は、ネットワーク化された照明
システム２００の一つ以上の照明ユニットと関連してもよい。あるいは（又は、前述に加
えて）、一つ以上のユーザインタフェース及び／又は一つ以上の信号源は、ネットワーク
化された照明システムの「スタンドアローン」部品として実行される。スタンドアローン
部品であるか、又は一つ以上の照明ユニット１００と特に関連するにせよ、これらの装置
は、ネットワーク化された照明システムの照明ユニットにより「共有される」。換言する
と、一つ以上のユーザインタフェース及び／又はセンサ／トランスデューサのような一つ
以上の信号源は、システムの照明ユニットの一つ以上を制御することに関連して使用され
るネットワーク化された照明システムの「共用資源」を構成する。
【００５５】
　図２の実施例に示されるように、照明システム２００は一つ以上の照明ユニットコント
ローラ（以下「ＬＵＣ」）２０８Ａ、２０８Ｂ、２０８Ｃ及び２０８Ｄを含み、各ＬＵＣ
はそれに結合される一つ以上の照明ユニット１００と通信し、概して当該照明ユニットを
制御する役割を果たす。図２は各ＬＵＣに結合される１つの照明ユニット１００を例示す
るが、本開示はこの態様に限定されず、異なる数の照明ユニットが、様々な異なる通信メ
ディア及びプロトコルを使用して、様々な異なる構成（直列接続、並列接続、直列及び並
列接続の組合せ等）で所与のＬＵＣに結合されてもよいことが理解されるべきである。各
ＬＵＣは、一つ以上のＬＵＣと通信するように設定される中央コントローラ２０２に順に
結合される。図２は包括的な接続２０４（幾つかの様々な従来のカップリング、スイッチ
ング及び／又はネットワーク装置を含む）を介して中央コントローラに結合される４つの
ＬＵＣを示すが、様々な実施例によると、異なる数のＬＵＣが中央コントローラ２０２に
結合されてもよいことが理解されるべきである。加えて、本開示の様々な実施例によれば
、ＬＵＣ及び中央コントローラは、ネットワーク化された照明システム２００を形成する
ために、様々な異なる通信メディア及びプロトコルを使用して、様々な構成で一緒に結合
されてもよい。その上、ＬＵＣと中央コントローラとの相互接続及びそれぞれのＬＵＣに
対する照明ユニットの相互接続は、異なる態様（例えば、異なる構成、通信メディア及び
プロトコルを使用する）で達成されてもよいことが理解されるべきである。
【００５６】
　例えば、本発明の一つの実施例によると、図２に示される中央コントローラ２０２は、
ＬＵＣとイーサネット（登録商標）ベースの通信を実行するように設定され、順に、ＬＵ
Ｃは、照明ユニット１００とＤＭＸベースの通信を実行するように設定される。特に、こ
の実施例の一態様では、各ＬＵＣは、アドレス指定可能なイーサネット（登録商標）ベー
スのコントローラとして設定され、従ってイーサネット（登録商標）ベースのプロトコル
を使用して特定の固有のアドレス（又は、アドレスの固有のグループ）を介して、中央コ
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ントローラに対して識別可能である。このように、中央コントローラ２０２は、結合され
たＬＵＣのネットワークの全体にわたってイーサネット（登録商標）通信をサポートする
ように設定され、各ＬＵＣはそれに対して意図された通信に応答する。順に、各ＬＵＣは
、例えば、中央コントローラとのイーサネット（登録商標）通信に基づいて、ＤＭＸプロ
トコルを介してＬＵＣに結合された一つ以上の照明ユニットに、照明制御情報を通信する
。
【００５７】
　更に特に、一つの実施例によると、図２に示されるＬＵＣ２０８Ａ、２０８Ｂ及び２０
８Ｃは、照明制御情報が照明ユニット１００に転送される前に、ＬＵＣにより解釈される
必要があるより高いレベル命令を、中央コントローラ２０２がＬＵＣと通信するように設
定されるという点で、「知的である」ように設定される。例えば、照明システムオペレー
タは、互いに関して照明ユニットの特定の設置を与えて、伝播する虹の色（「虹追跡」）
の外観を生成するような態様で、照明ユニットから照明ユニットへ色を変化させるカラー
変化効果を生成することを所望する。この例では、オペレータは、これを達成するために
単純な命令を中央コントローラに供給し、次に、中央コントローラは「虹追跡」を生成す
るためにイーサネット（登録商標）ベースのプロトコル高レベル命令を用いて、一つ以上
のＬＵＣと通信する。前記命令は、例えば、タイミング、強度、色、彩度又は他の関連情
報を含む。所与のＬＵＣが斯様な命令を受信するとき、ＬＵＣは、前記命令を解釈し、Ｄ
ＭＸプロトコルを使用して一つ以上の照明ユニットに他の命令を通信し、その命令に応答
して、照明ユニットのそれぞれの光源は様々な信号技術（例えば、ＰＷＭ）のいずれかを
介して制御される。
【００５８】
　本開示の一つの実施例による照明システムの複数の異なる通信実施態様（例えば、イー
サネット（登録商標）／ＤＭＸ）を使用する前述の例は、例示目的のためだけであって、
本開示がこの特定の例に限定されないことは再び理解されるべきである。上述のことから
、前述の一つ以上の照明ユニットが、広範囲にわたる色温度にわたって可変色温度の白色
光だけでなく、広範囲にわたる色にわたって非常に制御可能な可変カラー光を生成できる
ことは理解されたい。
【００５９】
　ここで図３Ａ－図３Ｄを参照すると、本発明の幾つかの実施態様による、高い出力の建
造物用照明器具（又は、ルミナリエ（照明器具））３００の正面図、背面図、側面図及び
平面図の斜視図が描かれている。器具３００は、互いに対してある角度に配置されて器具
内に固定して留められ、ターゲット対象物の方へ相当な距離にわたって光の狭いビームを
投射できる幾つかの照明ユニット（例えば、図３Ａに示される２つのユニット３０１、３
０２）を使用する。以下に詳述されるように、器具は著しく有利な照明抽出及び熱放散特
性を達成するように設定される。図１及び図２を参照して上述されたように、器具３００
は、更に、照明器具のネットワーク化されたシステムの一部でありえる。
【００６０】
　図３Ａ－図３Ｄに示されるように、幾つかの実施例において、照明器具３００は、ヨー
クベース３１５に取付けられた一対のヨークアーム３１０に含まれる測位システムを含む
。ヨークアームは、例えば、鋳造によりアルミニウムから作られる。ヨークベースは、例
えば、打ち抜きにより鉄から作られる。ヨークアームは、分割器具ハウジング３１６を形
成するために、一対の支持体３２０を介してそれぞれのＬＥＤベースの照明ユニット３０
１、３０２に更に取付けられる。
【００６１】
　多くの実施例において、支持体は、アルミニウムから作られ、照明ユニットを固定して
互いに対して向きを定め、ヨークの回転軸を備える。支持体は、ハウジング回転アセンブ
リ３２３に取付けられ、ヨークアームが固定したままでありながら、分割器具ハウジング
が回転できる。前記回転アセンブリは、支持体に永久につなぎ留められる器具保持ブラケ
ット３２５を含み、更に微細回転インジケーター３２８を含む。
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【００６２】
　本発明の他の実施例において、照明ユニット３０１、３０２は、フレーム３２９内に固
定して配置され、ヨークアームは、例えば、ハウジング回転アセンブリ３２３を介して、
又は側面ロッキングボルト（図示せず）を介して、図３Ｅに示されるように支持体３２０
なしにフレームに直接取付けられる。後者の実施例は、エンドユーザが標準スパナでヨー
クアームに関係して照明ユニット３０１、３０２を確実に固定するようにさせる。
【００６３】
　オペレーションの前に、器具３００は、ヨークベース３１５の取付足３３５を介して、
所望の場所に設置される。特に図３Ｂを参照すると、取付足３３５は、器具の狙いを粗く
定めるだけでなく、全３６０度回転を可能にして取り付けるために、複数の円弧状スロッ
ト３３８を含む。いくつかの実施例では、分割器具ハウジング３１６は、長さ３００―５
００フィートのオーダーにある建造物用面に照明を導くため、回転アセンブリ３２３を使
用して回転できる。
【００６４】
　再び図３Ａ－図３Ｄを参照すると、照明器具３００は、更に、光源を給電して、照明ユ
ニットの光出力を制御するための電源及び制御回路を含むコントローラハウジング３３０
を含む。図３Ａに示されるように、ハウジングは器具の背後に取り付けられるが、照明ユ
ニット間に存在するギャップ３３２のため、フロント側から見れる。図３Ｇに関してより
詳述されるように、ギャップは器具の熱管理において有効である。
【００６５】
　電力及びデータ源（図示せず）は、防水の電力―データコネクタ３４０を介して、器具
３００に好ましくは接続される。図３Ｃに関連して図３Ｂを見ると、分割器具ハウジング
３１６の照明ユニットの各々は、キャスティング、鋳造、又は打ち抜きによりアルミニウ
ム又は他の熱伝導物質から作られる単一構造を定める、複数の放熱フィン３４５を含む。
フィン３４５は、器具３００の動作の間、ＬＥＤベースの照明ユニットにより生成される
熱を放散させるように機能する。一つの実施例では、フィン３４５は、図３Ａ－図３Ｇに
示されるように、コントローラハウジング３３０の表面と、なめらかなデザインでマッチ
する合成曲面まで延在するように構成される。この態様において、フィン３４５は、コン
トローラハウジングの大部分を保護するためにも機能し、これにより、例えば、取付けの
間、偶然の衝撃又は乱暴な取扱いからハウジングを保護する。
【００６６】
　いくつかの実施例では、器具３００の各照明ユニットは、鋳造することにより、アクリ
ロニトリル―ブタジエン―スチレン（「ＡＢＳ」）のような、プラスチックから作られる
保護フレーム３５０を含む。フレーム３５０は、複数のラッチ３５５を介して各照明ユニ
ットのフィン３４５に固着される。
【００６７】
　以下に更に詳述されるように、本発明のさまざまな態様において、照明器具３００は、
その構成要素が有意な気流を促進するため、一緒に結合されるように構成され、配置され
る。幾つかの例示的な実施態様において、熱放散を容易にするため、照明ユニット３０１
、３０２及びコントローラハウジング３３０（電源と制御回路との間に配置された）は、
照明ユニット各々とコントローラハウジング３３０との間の有意なエアギャップを可能に
するような態様で、２つの支持体３２０により一緒に（又は、直接ヨークアームに）機械
的に結合される。さらにまた、特に図３Ｄを参照すると、技術のさまざまな実施態様で、
各照明ユニットにおいて、ギャップ３６０が、冷却のため器具全体にわたって気流を促進
するため隣接し合う放熱フィン３４５間に存在する。
【００６８】
　器具３００は、高い最適パフォーマンスのために必要な大きさにされ、多くの実施態様
において、同様のタイプの従来のＬＥＤ照明器具と比較して、相対的にサイズが大きい。
例えば、１つの実施態様で、器具３００は、約４０ポンド（約１８．２ｋｇ）の重さで、
長さ約２４インチ（約６１ｃｍ）、幅２４インチ（約６１ｃｍ）及び高さ２４インチ（約
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６１ｃｍ）の寸法を持つ。
【００６９】
　図３Ｅに図示されるように、器具３００の各照明ユニットは、更に、鋳造により薄板ア
クリルから作られる第１のレンズ３６５を含む。レンズ３６５は、例えば、器具により放
射される光の均一性を改良するように構成される。光拡散フィルム、例えば、ホログラム
フィルムは、更なるビーム形成光学機能を提供するため、第１のレンズの内部面の上に配
置できる。各照明ユニットにおいて、第１のレンズは、例えば鋳造によりアルミニウムか
ら作られる第２のフレーム３７０により、放熱フィン３４５の単一構造体に留められる。
フレーム３７０は、ねじを使用して前面部からフレームをボルト締めするための複数の穴
３７５を含む。前記フレームは、更に、フレーム３５０のフック及びラッチ３５５を部分
的に受けて／位置決めするため、その外側周辺部の周りに複数の切欠き３８０を含む。第
２のフレームと第１のレンズとの間のガスケット（図示せず）は、所与の照明ユニットの
内側部品を周囲環境から保護する。レンズフレーム３７０は、ネジ３９２を使用して、放
熱フィン３４５に留められる。レンズフレームは、更に、レンズ３６５の部分上に突出す
るレンズ保持エッジ３９５を含み、それによってレンズ３６５を保持する。
【００７０】
　本発明の特定の実施態様において、レンズ３６５は、８度、１３度、２３度、４０度、
６３度、及び非対称の５度×１７度の角度の容易に交換可能な拡がりレンズであり、スポ
ットライト照明、壁かすり照明、非対称の壁洗い照明を含む多数のアプリケーションのた
めの様々な光度分布を可能にする。
【００７１】
　図３Ｄに図示されるような、切断面のライン３Ｆ－３Ｆに沿った器具３００の部分的断
面図が、図３Ｆに描かれている。技術の多くの実施態様において、外気が器具に入ること
ができるために、各照明ユニット３０１、３０２とハウジング３３０との間にギャップ３
８５がある。電源及び制御回路３９０は、コントローラハウジング３３０内に位置される
。本願に開示される器具を制御するための方法及び装置は、例えば、米国特許第７，２３
３，８３１号及び第７，２５３，５６６号で見つけられる。さらにまた、多くの例示的な
実施態様では、電源及び制御回路は、ＬＥＤと関連する他の回路だけでなく、電力を一つ
以上のＬＥＤへ供給するために、ＡＣライン電圧を受けて、ＤＣ出力電圧を供給する電源
構成に基づく。さまざまな態様において、適切な電源は、スイッチング電源構成に基づき
、特に比較的高い力率補正電源を供給するように設定される。１つの例示的な実施態様に
おいて、単一の切換ステージが、高い力率を持つ負荷への電力の供給を達成するために使
用される。少なくとも部分的に本開示に関連するか適する電源アーキテクチャ及び概念の
さまざまな例は、例えば、米国特許第７，２５６，５５４号に提示されている。
【００７２】
　図３Ｇを参照すると、図３Ｄに図示されるような切断面ライン３Ｆ－３Ｆに沿った器具
３００の部分的な断面斜視図が描かれている。図３Ｇの図は、器具３００が外気により冷
やされるメカニズムの理解を容易にするために提示されている。図３Ｇの断面は、異なる
照明ユニット１００に位置される一対の対向する放熱フィン３４５のボディを通っている
。矢印４０１により表されるように、電源ハウジング３３０と照明ユニット１００との間
のギャップ３８５は、照明ユニット１００間のギャップ３３２と接続し、これにより、器
具を通る外気の流れのための妨害されていない経路を供給する。外気は、また、矢印４０
２により示されるように各サブユニットの隣接するフィン間のギャップ３６０（図示せず
）内に流れ込み、ギャップ３８５及び３３２を介して排出される。一般に、本願明細書に
開示される技術は、器具内に「煙突効果」を作り維持することを意図され、熱放散素子の
表面領域を増大し、器具のＬＥＤと一つ以上の熱放散素子との間の熱的結合を改善するよ
うな、減少した熱抵抗に関係する他のファクタと組み合わせて、又は単独で使用されても
よい。結果として生じる高い流れ率、自然な対流冷却システムは、ファンの使用によるよ
うな活性冷却を必要とすることなく、エクステリア建造物用照明器具から廃熱を効率的に
放散できる。照明器具の動作の間、エアギャップは、ヒートシンク／フィンに沿った気流
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を増強する器具内の煙突効果を作るために、実質的に垂直方向に向けられる。さまざまな
態様において、増大された器具表面領域と、ＬＥＤ及び関連する電子回路から出る増大さ
れた熱流量との組み合わせ及び「煙突効果」は、それぞれ、ＬＥＤと周囲との間の熱抵抗
を低減するために貢献する。熱放散構造体は、熱フロー及び「煙突効果」を効果的に促進
するための重要な表面領域を持つように構成される。当業者は容易に理解するように、「
煙突効果」（「スタック効果」として知られている）は、温度及び湿気の違いから生じる
内外の空気密度の違いのため発生する浮力により駆動される、構造体、例えばビルディン
グ又はコンテナーへ流入及び流出する空気の動きである。本願明細書に開示される技術は
、器具３００が動作中に、熱放散を容易にするため、この効果を利用する。
【００７３】
　図３Ｇの矢印４０１及び４０２により示されるように、器具３００は、大きな建築物面
（重力（ｇ）の方向は、矢印４２０により示される）に沿って上方へ照明を「投射する」
ように配置されるとき、涼しい外気が、ギャップ３６０及び３８５を通って器具に吸い込
まれる。冷却空気は、その時ギャップ３３２を通って排出される。このように、ＬＥＤベ
ースの照明ユニットにより生成される熱は、フィン３４５を通って流れ、冷却外気により
放散される。改良された熱放散効率は、次に、ＬＥＤベースの照明ユニットの改良された
エネルギー変換、より良好なパフォーマンス及び長寿命を導く。よって、放熱フィンの大
きな表面領域のような特徴の組合せを介してＬＥＤ照明ユニットと外気との間の熱抵抗を
低減させ、特定の器具デザインを介して「煙突効果」を作ることにより、器具の信頼性及
びパフォーマンスが増強される。
【００７４】
　図３Ｇに更に図示されるように、各照明ユニットは、複数のＬＥＤベースの光源１０４
が配置される区画３９７を含み、各光源は、光源により放射される光を反射して、方向づ
けるように設計された対応する反射器光学系４００を備えて位置合わせされている。照明
ユニット当たりのＬＥＤ光源／反射器光学系の対の数は、大きな建築用建造物を照明する
ために必要とされる出力／ルーメンを提供するように選択される。幾つかの例示的な実施
態様において、所与の照明ユニットの一部又は全ての光源が「チップオンボード」（ＣＯ
Ｂ）ＬＥＤアセンブリ、すなわち、一つ以上のＬＥＤ接合が製造される一つ以上の半導体
チップ（又は、「ダイ」）であり、当該チップは、印刷回路基板（ＰＣＢ）に、直接取り
付けられる（例えば、接着される）。その後、チップは、ＰＣＢにワイヤ結合され、ワイ
ヤ結合後、エポキシ又はプラスチックの小滴がチップ及びワイヤ接続をカバーするために
用いられる。この実施態様の一つの態様において、それぞれの光源１０４として役立つ複
数の斯様なアセンブリは、照明ユニットの共通の取り付けボード又は基板に取り付けられ
る。他の態様では、以下に詳述されるように、光源として役立つＬＥＤＣＯＢアセンブリ
は、さまざまなスペクトルの放射線を生成するように構成される。高輝度で白色又は着色
した光を放射するための適切なＬＥＤは、カリフォルニア州サンノゼ（ＣＡ）のフィリッ
プスルミレッズ又はノースカロライナ州ダラムのクリー社から得ることができる。一つの
実施例では、器具３００は、密にパッキングした構成の約１０８個のＬＥＤ源を含み、器
具３００から約３００～５００フィートの範囲内に離れた約５０００ルーメン及び約１フ
ットキャンドル（約１０ルクス）の総出力を供給できる。非常に多数のＬＥＤ光源を動作
する電力の量は、ＬＥＤ源単独により消費される２５０ワットであって、全体の器具によ
り消費される３５０ワットのオーダーである。ＬＥＤ源は放射的に熱を放散しないので、
熱は伝導及び対流により放散されなければならず、器具はうまくそうするように上述のよ
うに構成される。よって、器具３００は、優れた光出力を供給し、器具３００は、上述の
ように、器具の改良された熱管理特性により、少なくとも部分的にＬＥＤ光源１０４を交
換なしで約３０，０００～８０，０００時間動作できる。
【００７５】
　図３Ｇに更に例示されるように、電源ハウジング３３０の外半分４０３及び内半分４０
４は、複数のねじ４０５を使用して互いに取り付けられる。
【００７６】
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　電源及び制御回路３９０の構成を含む、ハウジング３３０の外半分４０３の斜視図が図
４Ａに例示される。外半分４０３は、ねじ４０５を受けるための穴４２２を持つ。図４Ａ
に例示されるように、切断面線４Ｂ－４Ｂに沿った外半分４０３の断面図が図４Ｂに示さ
れる。電源ハウジング３３０の外半分は、更に、ハウジングの電源及び制御回路３９０を
持ちあげる複数の絶縁体４２５を含んで、回路３９０とハウジング３３０との間のギャッ
プ４２７を規定して、器具３００の安全性を改善し回路３９０とハウジング３３０との間
の電気的短絡の危険性を低減する。外半分４０３は、更に、回路からの熱をハウジングに
向かって、大気へ放散するため、電源及び制御回路と電気的接触ではなく熱的に接触する
壁４３０を含む。
【００７７】
　当該技術の様々な実施態様において、分離器具ハウジング３１６内の照明ユニットは、
ＬＥＤ光源１０４のレイアウト及びこれらのスペクトル出力を含んで同じ構成を持つ。他
の実施態様では、一つの照明ユニットのスペクトル特性は、他の照明ユニットのスペクト
ル特性と異なる。また、照明ユニット３０１、３０２は、図１を参照して詳細に説明され
たように、同時且つ個別に又は互いに独立してアドレスされ制御でき、これにより特に両
方の照明ユニットからのスペクトル出力がターゲット対象物を照射するために組み合わせ
るとき、色域及びカラーレンダリングの改善された融通性を提供する。例えば、照明ユニ
ット３０１は、赤、緑及び青の光（ＲＧＢ）を供給できる一方、照明ユニット３０２は、
白色光、エメラルドグリーン又はシアンだけを供給する。斯様な構成は、例えば、よりク
リーミーなパステルカラーを実現するために有益である。代わりに、一つの照明ユニット
がＲＧＢを供給する一方、他の照明ユニットが、琥珀、紫外線光等を含む色／波長の他の
トリプレットを供給する。斯様な構成は、より大きな色域を提供するために有効である。
【００７８】
　加えて、器具の分離デザインは、照明構成の様々な構成の組み合わせをサポートする。
器具の各照明ユニットが、個別にアドレス可能であって制御可能であり、照明ユニットに
異なるレンズを利用することが可能である。例えば、幾つかの実施例において、あるタイ
プの拡がりレンズが、街の色で大きな壁面を照明するため器具の低めのユニット上で使用
でき、異なる拡がりレンズが、対照的又は補足的な色で数百フィート持ち上げてビルディ
ングの壁を投射するために使用できる。他の実施例では、照明ユニットは、これらにより
生成されるビームが器具３００から所望の範囲内に概して重なるように、予め決められた
角度で器具内に位置づけられる。上述のように、この構成は、前記範囲内に置かれた対象
物を照射するとき、より大きな色域及び光束を供給するために適している。
【００７９】
　上述のように、数百フィートのオーダーの距離で光のビームを投射することが望ましい
。しかしながら、ＴＩＲ光学系のサイクル時間のため、狭いビーム角度、例えばその部分
のサイズのため５度を得ることが非常に難しい。よって、ここで図５Ａ―図５Ｅを参照す
ると、反射器光学系４００は、ＬＥＤ照明ユニットの密にパッキングされた構成を供給し
、非常に狭いビーム角度、例えば５度のビーム角度を作るように設計される。しかしなが
ら、より狭いビーム角度は比較的大きなサイズの光学系となる。本開示の反射器光学系は
、ＬＥＤ照明ユニットの密度を最適にし、反射器光学系に位置される２次光学系への損傷
を最小にする一方で、必須のサイズを供給するため、複数の部分へ固有に構成される。
【００８０】
　図５Ａを参照すると、本発明の様々な実施例において、反射器光学系４００は、内面４
４５を持つ上部部分４４０と下部部分４５０とを含む。例えばモールドによりクリアなポ
リカーボネートで作られる２次レンズ４５５が上部部分と下部部分との中間にある。モー
ルドの間、レンズはモールドフローでの不所望な問題を最小にするため好ましくは中心が
ゲートされる。他の物質、例えばアクリル、他のタイプのプラスチック又はスタンプされ
た／形成された／カットされた金属もまた使用できる。
【００８１】
　上部部分及び下部部分は、例えばモールドによりポリカーボネートから作られ、ＬＥＤ
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照明ユニットにより放射される光を反射するため、アルミニウム、銀、金又は他の適当な
反射物質でコーティングされる。反射器光学系を２つの部分に分離し、後で組み立てるこ
とは、ＬＥＤ光源上へのレンズ取り付けを簡単にするだけでなく、コーティング品質も改
善する。
【００８２】
　２次レンズは、３つの留めアーム４６０を介して上部部分と下部部分との間に固定され
る。反射器光学系は更に、ＬＥＤを持つプリント回路基板（ＰＣＢ）に、ねじで反射器光
学系を取り付けるため、３つのアークギャップ４６５を規定する、取り付け足４６３を含
む。上部部分及び下部部分は、図６Ａ―図６Ｃを参照して詳細に説明される多くの利点を
達成する、別々の時間で取り付けられる別個のピースである。
【００８３】
　図５Ｂ－図５Ｄを参照すると、下部部分４５０の面４７０は、反射物質でコーティング
され、平坦な面を提供するために面４４５と揃えられる。
【００８４】
　上部部分４４０は、下部部分４５０の３つの保持壁４８０にパチンとしまるように構成
された突出エッジ４７５を含む。下部部分は、各保持壁４８０と隣接支持壁４８６との間
に深いノッチ４８５を規定する。３つの支持壁の各々は、２次レンズ４５５の留めアーム
４６０の一つが置かれる浅いノッチ４９０を規定する上部面４８７を持つ。
【００８５】
　特に図５を参照すると、保持壁４８０は、上部部分の突出端と係合するために矢印４９
５に示されるように、半径方向に移動できる。下部部分４５０は、反射面４７０を規定す
る壁４９６を含む。壁４９６は、支持壁４８６と隣接し、壁４９６の上部面４９８が支持
壁４８６の面４８７と同一の外延を持つ。下部部分４５０は更に、器具の組み立ての間、
個別のＬＥＤ光源が置かれるホール５０５を規定する下部面５００を含む。下部面は更に
、ＬＥＤ光源とぴったりと係合するための４つのフレキシブルな部材５１５及びスロット
５１０を規定する。前記フレキシブル部材は、個別のＬＥＤ光源の中で、サイズの違いを
調整するため、矢印５２０により示されるような態様で曲げられる。
【００８６】
　ここで特に図５Ｅを参照すると、図５Ａ及び図５Ｄに例示されるように、切断面ライン
５Ｅ－５Ｅに沿って採られる反射器光学系４００の断面図が描かれている。様々な実施例
において、上部部分４４０の直径Ｄは、下部部分４５０の直径ｄにほぼ等しく、約１．４
インチ（３．５ｃｍ）に等しく、反射器光学系の高さＨは約１，３インチ（３．２５ｃｍ
）であり、下部部分の高さｈは、約０．５インチ（１．２５ｃｍ）である。
【００８７】
　図６Ａ―図６Ｃを参照すると、反射器光学系４００は、ＬＥＤ光源／ＣＯＢアセンブリ
の高密度にパッキングされた構成を達成するようにマウントされ、これにより建造物用照
明器具の「投射」及び光出力を改善する。少なくとも部分的に上部部分４４０及び下部部
分４５０を含む分離構成のため、接着の必要性を取り除いて反射器光学系が複数のねじ５
２２のような締め具によりマウント可能である。ねじを利用することにより、反射器光学
系は、容易に除去及び置き換えられ、無駄が生じることを最小限にしながら交換／補修の
ためにＬＥＤＰＣＢにアクセス可能にする。
【００８８】
　特に図６Ａを参照すると、器具３００の構成において、反射器光学系の下部部分４５０
が、ねじ５２２によりＬＥＤＰＣＢに最初にマウントされる。各下部部分の下部面５００
は、ホール５０５内にエポキシ／プラスチック１次レンズのようなＬＥＤ光源１０４（例
えば、ＣＯＢアセンブリ）の少なくとも一部を受けるように揃えられる。ＬＥＤ光源上に
置かれた後、各下部部分はＰＣＢに取り付けられる。
【００８９】
　図６Ｂに例示されるように、隣接する反射器光学系がマウント足４６３で互いに隣り合
うように、多くの反射器光学系の下部部分４５０がマウントされた後、留めアーム４６０
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が上部面４８７のノッチ（図６Ａに示される）にあるように、２次レンズ４５５が下部部
分にマウントされる。このとき、図６Ｃに例示されるように、上部部分４４０は、各低い
部分の上部面４９８（図６Ｂに示される）がその対応する上部部分と隣り合うインタフェ
ース５２５を規定するように、下部部分４５０にはめ込まれる。反射器光学系が分離デザ
インを持たないならば、ギャップが隣接する光学系のベース間に設けられていない場合、
マウント足に沿ってマウント特徴部にアクセスすることは不可能ではないとしても非常に
難しいだろう。この態様に置いて、本開示の照明器具は、接着の使用を要求せず、器具の
単位領域当たり光出力を改善する近接パッキング構成を可能にする。様々な他の実施態様
において、接着が反射器光学系をＬＥＤＰＣＢに取り付けるために使用できる。本開示の
反射器光学系の分離構成は、２次のレンズ４５５の改善された処理の更なる利点を供給す
る。すなわち、２次のレンズ４５５は、当該２次のレンズの引っ掻き及び破損を最小にし
、表面４４５上のコーティングの引っ掻きを防ぐ態様で、反射器光学系４００に置くこと
ができる。
【００９０】
　様々な実施例において、ＬＥＤＰＣＢに下部部分４５０を取り付けるため、ねじを利用
する代わりに、マウント足４６３のアークギャップ４６５の各々は、ＬＥＤＰＣＢに取り
付けられるピンへのはめ込み接続を供給するように設定される。アークギャップは、その
中心軸の周りに下部部分を回転させながら、ピンにはめ込むように設定できる。代わりに
、アークギャップは、ＬＥＤＰＣＢに向かって、下部部分を下方向に押しつけることによ
り、ピンにはめ込むように設定できる。
【００９１】
　本発明の様々な実施例において、反射器光学系の最終プロフィールは、光学的抽出を改
善するためにパラボラであるよりはむしろ、最適化されたスプライン面である。
【００９２】
　図７を参照すると、本開示の代わりの実施態様に従う建造物用照明器具６００は、２つ
のサブユニット６１８を有する、分離ＬＥＤハウジング６１６及びマウントベース６１５
を含む。サブユニット６１８は、互いに幾らか異なる構成を持つ。特に、マウントベース
から最も遠いサブユニットは、器具６００を手動で持ちあげるため、複数の熱放散フィン
６４５の中に埋め込まれたハンドル／リフトフック６１９を持つ。一対のサポート６２０
は、周囲の空冷のため他の入力路（サブユニットと電力制御回路ハウジング６３０との間
のギャップ６８５に加えて）を供給し、照明器具を持ちあげるためにも利用できるホール
６２１を規定する。分離ＬＥＤハウジングは、マウントベースと低いサブユニット６１８
の熱放散フィンとの間に置かれる回転アセンブリ６２３の周りを回転可能である。
【００９３】
　本開示によるエクステリア建造物用照明器具は、優れた光出力と、エクステリア建造物
用アプリケーションにおける大規模壁面洗いに対して有効な品質とを持つ。ユニークなデ
ザインは、最大で最も主要なエクステリア建造物を効率的且つ制御可能に照明するため結
果的に優れた器具となる熱的、光学的及び審美的特徴を達成する。
【００９４】
　さまざまな発明の実施例が本願明細書で説明され例示される一方、当業者は、本願明細
書に記載されている効果の一つ以上及び／又は結果を得るため及び／又は機能を実行する
ために、様々な他の手段及び／又は構造を容易に構想し、斯様なバリエーション及び／又
は変更態様の各々は、本願明細書に説明された発明の実施例の範囲内であるとみなされる
。さらに一般的にいえば、当業者は、本願明細書で説明されたすべてのパラメータ、寸法
、物質、及び構成は、例示的であることを意味し、実際のパラメータ、寸法、物質及び／
又は構成が、本発明の教示が使用される特定のアプリケーション又は複数のアプリケーシ
ョンに依存することを容易に理解するだろう。当業者は、本願明細書で説明された特定の
発明の実施例に対する多くの等価物を認識し、又は通常の試験だけを使用して確認できる
だろう。したがって、前述の実施例が例により示され、添付の請求の範囲及びその等価物
の範囲内で、発明の実施例が、特に説明され請求された以外にも実施されてもよいことが
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理解されるべきである。本開示の発明の実施例は、本願明細書で説明された個々の特徴、
システム、物品、物質、キット及び／又は方法に向いている。加えて、斯様な特徴、シス
テム、物品、物質、キット及び／又は方法が相互に矛盾していない場合、斯様な特徴、シ
ステム、物品、物質、キット及び／又は方法の２つ以上の組合せは、本開示の発明の範囲
内に含まれる。
【００９５】
　本願明細書において定められ、使われるすべての定義は、辞書定義、参照により組み込
まれる文献内の定義及び／又は定義済み用語の通常の意味をコントロールすると理解され
るべきである。
【００９６】
　明細書及び請求項において用いられる「ａ」及び「ａｎ」という不定冠詞は、変更が明
示されない限り、「少なくとも一つ」を意味すると理解されるべきである。
【００９７】
　明細書及び請求項において用いられる用語「及び／又は」は、結合される要素の「両方
又は何れか」、すなわち、ある場合には結合して存在する要素であって、他の場合には分
離して存在する要素を意味すると理解されるべきである。「及び／又は」でリストされる
複数の要素は、同じ形式と解釈されるべきであり、すなわち、「一つ以上の」要素が結合
される。これらの要素に関係するかしないかが特に識別されず、他の要素は、用語「及び
／又は」により特に識別された要素以外に任意に存在してもよい。よって、非制限の例と
して、「有する」のような制約のない言語と連結して用いられるとき、「Ａ及び／又はＢ
」は、ある例ではＡのみを指し（Ｂ以外の要素をオプションで含んで）、別の例ではＢの
みを指し（Ａ以外の要素をオプションで含んで）、更に別の例ではＡ及びＢ両方を指す（
他の要素をオプションで含んで）等である。
【００９８】
　明細書及び請求項において用いられるように、「又は」は、上記定められた「及び／又
は」と同じ意味を持つと理解されるべきである。例えば、リストにおいて項目を分けると
き、「又は」又は「及び／又は」は、含む、すなわち少なくとも一つを含むが、また複数
の要素又はリストの要素を一つより多く含み、オプションでリストされていない追加の要
素を含むものとして解釈される。これに反して「の一つだけ」、「の正確に一つ」又は請
求項で用いられるとき「から成る」のように明示される用語は、複数の要素又はリストの
要素のうちの正確に一つを含むことを指すだろう。概して、ここで用いられる用語「又は
」は、「何れか」、「の一つ」、「の一つだけ」、又は「の正確に一つ」のような排他的
用語に続くとき、排他的代替（すなわち、「一方又は他方であって、両方ではない」）を
示すものとしてのみ解釈される。請求項に用いられるとき、「から基本的に成る」は、特
許法の分野で用いられるように通常の意味を持つ。
【００９９】
　請求項及び明細書において用いられるように、一つ以上の要素を参照して、用語「少な
くとも一つ」は、要素のリスト内に特にリストされた各要素の少なくとも一つを必ずしも
含む必要はなく、要素のリストのうちの要素の如何なる組み合わせを排除しないし、要素
のリストのうちの一つ以上の要素から選択された少なくとも一つの要素を意味すると理解
されるべきである。この規定は、これらの要素に関係するかしないかが特に識別されず、
用語「少なくとも一つ」が指す要素のリスト内で特に識別された要素以外の要素がオプシ
ョンで存在してもよいことを許可する。よって、非制限的例として、「Ａ及びＢの少なく
とも一つ」（等価的には「Ａ又はＢの少なくとも一つ」、又は等価的には「Ａ及び／又は
Ｂの少なくとも一つ」）は、一つの実施例ではＢがなく（オプションでＢ以外の要素を含
む）一つ以上をオプションで含む少なくとも一つのＡ、他の実施例ではＡがなく（オプシ
ョンでＡ以外の要素を含む）一つ以上をオプションで含む少なくとも一つのＢ、更に他の
実施例では（オプションで他の要素を含む）一つ以上をオプションで含む少なくとも一つ
のＡ、及び一つ以上をオプションで含む少なくとも一つのＢ等を指す。
【０１００】
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　逆が明示されない限り、一つより多くのステップ又は行為を含むここで請求されるいか
なる方法においても、方法のステップ又は行為が引用される順番は、方法のステップ又は
行為が引用される順番に必ずしも制限されないことも理解されるべきである。上記説明だ
けでなく、請求項において、「有する」、「含む（including）」、「坦持する」、「持
つ」、「含む（containing）」、「含む（involving）」、「保持する」、「構成する」
等のようなすべての移行句は、制約がない、すなわち含むということであるが、制限され
ているのではないことを意味すると理解されるべきである。「から成る」及び「から基本
的に成る」という移行句だけが、それぞれ閉じた又は準閉じた移行句である。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図３Ｅ】 【図３Ｆ】

【図３Ｇ】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図５Ｄ】 【図５Ｅ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】
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